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◎開会の宣言 
○委員長（近藤 守君） おはようございます。  

 ただ今から、民生常任委員会を開会いたします。  

 

◎調査事項 
○委員長（近藤 守君君）  これより、昨日に引き続き介護保険についての所管事務調査を行いま

す。昨日は介護保険に関わるハード面、施設サービスについての調査等を行いましたが、本日は介

護保険に関わるソフト面として、在宅サービスについての調査等を予定しておりますので、執行部

からの説明をお願いいたします。  

 はい、三戸課長。 

○健康福祉課長(三戸功二君) それでは、昨日は施設サービスの関係についてのご説明を申し上げ

ましたが、今日のテーマが在宅サービスということでございます。 

 資料としてはですね、パンフレットの７ページをお開きいただきたいと思います。  

 この７ページに在宅サービスの種類がですね、記載されております。ここに記載されております

ように、いわゆる在宅サービスとして提供するサービスの種類は、先ずは訪問介護、いわゆるホー

ムヘルプサービスでございます。それと訪問入浴介護、この訪問入浴介護については居宅で浴槽を

提供されて受ける入浴の介護ということになってございます。  

 それから訪問介護、訪問看護、これは居宅で看護師等から受ける、療養上の世話と診療の補助と

いう内容になってございます。 

 それから訪問リハビリテーション、これは当然居宅で受けるわけですけれども、心身の機能の維

持回復のためのですね、日常生活の自立を助けるための理学療法だとか、作業療法等のリハビリテ

ーション、こういったサービスを受けることもやっております。  

 それから居宅療養管理指導というのがございます。これにつきましては病院や診療所、あるいは

薬局等のですね、医師、歯科医師、薬剤師等から受ける療養上の管理と指導。こういうサービスを

受ける内容でございます。 

 それから、通所して受けるサービスとしてですね、先ずは通所介護、いわゆるディサービスでご

ざいます。これはご存知のとおり、ディサービスセンター等に通ってですね、入浴あるいは食事の

提供、あるいは機能訓練などのサービスを受けるということになってございます。  

 それから、通所リハビリテーションというのがございます。これは、施設的にはですね、介護老

人保健施設であるとか、あるいは病院診療所、こういったところで日常生活の自立を助けるための

理学療法、あるいは作業療法等のリハビリテーションを受ける、そういうサービスでございます。 

 それから、短期入所生活介護、いわゆるショートステイでございます。これは昨日もちょっと話

題になってございましたけれども、施設でですね、短期入所の中で日常生活の世話と機能訓練とを

行うものでございます。  

 それから、短期入所療養介護というものもございます。これもショートステイでございますけれ
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ども、これについては介護老人保険施設であるとか、介護療養型医療施設、これらの施設でですね、

いわゆる短期入所のサービスを受ける。そういう内容になってございます。  

 それから、痴呆対応型共同生活介護、いわゆる痴呆性老人のグループホームでございます。これ

は、どちらかというと比較的安定した状態にある痴呆の要介護者ですね。こういう方々が共同生活

を営む住宅で受ける入浴、排泄、食事等の介護あるいはその他の日常生活上の世話と機能訓練とい

うサービスを受ける内容でございます。  

 それから、特定施設入所者生活介護というのがございます。このパンフレットの中でその他で有

料老人ホームなどでの介護ということになっていますが、有料老人ホームだとかあるいは軽費老人

ホームだとか、そういう施設の中でですね、そのサービス内容だとか担当者、そういうものを定め

た計画によってですね、施設で受けるサービスでございます。  

それから福祉用具の貸与。これは日常生活上の便宜を図る用具や、機能訓練のための用具で、日

常生活の自立を助けるもののサービスの提供を受けるものでございます。この用具の内容について

は、厚生労働大臣が定めておるものに限るということになってございます。  

次に、特定福祉用具の購入。いわゆる居宅介護福祉用具購入費。これもサービスの内容になって

ございまして、これにつきましては先ほど申し上げました貸与になじまない、入浴や排泄のための

用具。これも厚生労働大臣が定めたものに限りますけれども、それらの購入をする場合の支給とい

うことになってございます。 

それと、次が住宅改修でございます。住宅改修もですね、厚生労働大臣が定めておりますけれど

も、手すりの取り付けだとか、基準に定めているものの住宅改修費用の支給を行うことになってご

ざいます。 

次に、居宅介護支援ということで、居宅介護サービス計画あるいは居宅支援サービス。こういう

計画に対してのサービスを行うことになっております。 

大まかに言ってですね、在宅サービスの種類としては、以上のようなことでございまして、当然

こういうサービスを提供する事業者が必要になるわけですけれども、これにつきましてはこの資料

のですね、６ページ、７ページにですね、居宅サービスの事業者一覧、これを記載してございます。

訪問介護から福祉用具貸与まで、これまでが居宅サービスの事業者一覧ということで、これは白老

町の事業者を含めて、現在町民の方々が利用している一覧ということになってございます。 

この介護保険サービス事業者の関係でですね、若干申し上げますけれども、こういうサービスを

提供する事業者でございますが、これにつきましては原則としてですね、都道府県知事の指定を受

けることが必要になってございます。指定を受けた事業者が指定居宅サービス事業者ということで、

もろもろのサービスの提供を行うということになってございます。 

要件としてはですね、原則として申請者が法人であること。それから人員の基準を満たすこと。

それから設備・運営の基準に従い、適正な運営ができること。この３つが大きな要件になってござ

います。ただ、一部ですね、この法人要件だとか人員の基準だとか、あるいはこの設備・運営につ

いてもそうですが、これの緩和がありまして、通常、本来満たすべき条件がなくてもですね、一定

水準を満たすサービス提供を行う事業者については、基準該当居宅サービスを行う事業所というこ
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とで、一部緩和されている部分もございます。居宅サービスの内容、それと現状のサービス提供者、

それとサービス提供事業所のいわゆる指定要件等について、今ご説明申し上げましたが、補足的に

何かありましたら主幹のほうからご説明申し上げします。何かありましたら。 

○委員長（近藤 守君） はい、山口主幹。 

○保健福祉課主幹(山口和雄君)  それでは、各サービスごとに若干触れさせていただきますけれど

も、パンフレット同じく 8 ページをご覧になっていただきたいと思います。  

 在宅サービスの利用限度額ということで、これは介護度に応じまして限度額が決められてござい

ます。要支援が１ヶ月６１，５００円から要介護の５が３５８，３００円と、こういう介護度に決

められております。この範ちゅうの中でサービスが使えるという形になります。これを超えて利用

する場合については全額自己負担でサービスが受けられると。こういう形になります。  

 それから、お手元の資料の方の１ページ目になりますが、３番目の高齢者に占める介護度別利用

率というのを平成１４年１０月で書いてありますが、その中の真中、要介護度別在宅サービス利用

者数及び利用率というのが書いてございます。  

白老の場合、合計が高齢者に占める人口の８．７８％がサービスを利用しているという形になり

ます。北海道７．３５％、全国が８．１０％ですから、白老の場合サービスを受けている方が、全

国あるいは全道平均から比べると多いという形になります。  

その下の平均要介護度別、白老が１．５２％、北海道が１．６０％、全国が１．８９％ですから、

介護度的には低い、というか軽度の方が利用されているのが白老の場合多いという形になってござ

います。 

それから、資料の３ページのほうをお開きになっていただきたいんですが、介護保険給付実績の

中で、平成１４年度分が出ていますが、昨日もちょっとお話ししましたが、給付額の達成率ですが、

計画に対して１３８％になっておりますので、計画以上に３８％より伸びているという形になりま

す。これが、平成１３年度と平成１４年度と比較しますと前年比１３０％ですから、３０％ほど在

宅が伸びているという形になります。  

２番目の在宅サービス利用者の介護度別支給限度額に対する一人当たりの利用額。先ほど６１，

５００円から要介護の５が３５８，３００円になっていますが、そのうちのどの程度使われている

かというものを示しているものでありまして、平成１４年の１０月では平均しますと、４８．９％

ですから、介護度に応じて若干違いますが、上限額について大体半分程度の使用率になっておりま

す。これが北海道、全国で比較しますと、全国とほぼ同じ水準になろうかというふうに思います。 

北海道が若干低めになりますけれども、全国より若干白老のほう４８．９％、北海道が４４．２％、

全国が４７．５％ですから、全国に近い数字になっているのかなというふうに思います。  

それから４ページのほうをお開きになっていただきたいと思います。介護保険サービスの現況及

び計画ということで、これが平成１４年までが実績。平成１５年から１７年までが計画に盛られて

いる目標数値という形になってございます。  

訪問介護で見ますと、年々利用率が上がっているのが見えると思いますが、目標量に対して利用

実績というのは若干下回っております。これは、目標量の回数というのが通常１時間で作られてお
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りますが、利用実績は回数でいっておりますので、実質的その辺のかい離があるということになり

ます。時間に置き換えると目標量をかなり上回っているんじゃないかなというふうには思っており

ますが、作り方としてそういうふうになっておりますので、ご理解いただきたいと思います。  

それから、訪問入浴に関しては、利用者がほとんどいない状態にございます。これは白老の場合

ディサービス、デイケアというのがですね、十分利用されているがためにですね、わざわざ在宅で、

入浴者を連れてきてというまでには至っていないという形になろうかというふうに思います。  

それから、訪問看護でございますが、利用実績というのは、年々若干ずつ微増の状況にあります。

ただ、達成率からしますと、逆に下がっているというかたちになってございます。これは単価的に

比べた場合に訪問介護と訪問看護がよく比較されますが、単価的には訪問看護のほうが高いという

形になりますので、目的は違うんですがその部分で訪問介護のほうに若干、訪問看護の業務的なも

のが流れたのかなというふうに読むことができると思います。  

それから、訪問リハ。これは当初計画では見込んでおりませんでしたが、白老で１事業所が平成

１３年度から事業展開を開始しましたので、こういう形で利用実績が出てきているという形になり

ます。 

それから、通所介護。これはディサービスでございますが、これも目標量に対してですね、相当

数伸びております。達成率が１８０％でございますので、実質的にも８０％増ということですから、

２倍弱くらいの数値が延びていっている状況にございます。これは当初、スタートを切ったときに

は社協だけでしたが、そのあとにどんぐりとリハビリが事業開始しておりますので、そういったと

ころで伸びているというふうに考えております。  

それから通所リハ、これについては白老２事業所で、藤田医院と生田医院それぞれでやっておら

れます。大体達成率の８割程度という形になっています。これも実質的には、回数的にはかなり延

びている状況にはございます。 

それから、昨日もお話ししました短期入所でございますが、これも目標量に対して実績がかなり

伸びておりまして、１４７．５％とこういう形になっております。これは状況をみますと計画的に

ですね、利用されている方が増えているという形になってございます。従前の短期入所、ショート

ステイの考え方は、いわゆる慶弔関係、結婚式だとかお葬式だとかそういうことがあった場合につ

いて、臨時的にどうしてもお世話する人がいない場合に、施設で預かって、見ていますとこういう

形態でした。それが大体１週間程度だったものがですね、ここに来てやはり介護のお世話、介護す

る側の介護疲労等を軽減するためにですね、計画的に何日か施設を利用し、また在宅に戻るとこう

いう計画的な使われ方がし始めておりますので、ここで数値的に伸びているというふうに、い う

ことができると思います。 

それから福祉用具の貸与。これはベッドですとか車椅子関係の貸与ですが、これが思ったほど、

目標量３１０人に対して１０９人の方、３５．２％ですから、達成率かなり低いという形になりま

す。制度入るときにアンケートを取った時にかなりの方が利用するというふうに言っていたんです

が、いざ入ってみますと制度的に充分熟知しないで、アンケートにお答えした方もあるのかなとい

うふうに思っています。その部分でかなりかい離されてきております。状況に見ますと軽度の方が
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ですね、割と介護用品を使っていないという形になろうかと思います。  

それから、居宅療養管理指導。これはお医者さんが行ってですね、見ていたものですが、当初目

標量としては設定をしておりませんでしたが、実際に各病院等で行われてきておりますので、実質

的には出てきているという状況にございます。  

痴呆対応型共同生活介助、これグループホームでございますが、現在白老には１カ所もございま

せんので、すべて町外の施設を利用しているという形になっております。平成１４年度に、平均し

ますと４．２件。４．２人というふうに置き換えても結構でございますが、こういう方が利用して

いるという形になってございますので、平成１７年度までに９人という形で計画を組んでいますが、

施設を建てる場合にグループホームについては、２ユニットまで認められている形になります。１

ユニットが９人という形になりますので、１ユニット分を見ているという形になってございます。 

それから特定施設入所者生活介助でございますが、これは目標量２人で、実質的には実績０でご

ざいます。これは、先ほど課長からご説明ありましたとおり、軽費老人ホームでありますとかケア

ハウス。それから有料老人ホームで、指定を取った場合について、いわゆる介護福祉サービスを提

供できるという形になります。ですから、例えば、昨日見学いただいた暖炉でございますと、ここ

で指定を取ればですね、この特定施設入所者生活介助というのが使える形のなります。ただ、入っ

ている方につきましては、指定を取ったからといってそこを全部使うわけでなくて、その施設で指

定を取ったサービスか、もしくは普通の在宅のサービスかという２者択一の選択でサービスを利用

することができます。施設を選択した場合は在宅のサービスについては使えないという、こういう

ものになってございます。 

以上、居宅介護サービスの種類とですね、実績です。それから、平成１５年から平成１７年につ

いては計画に基づく目標量ということでございますので、参照にしていただければというふうに思

っております。以上でございます。  

○委員長（近藤 守君）  ただ今、課長及び主幹からいろいろ説明がありました。このことにつき

まして、委員の方、何かご質問がありましたらどうぞ。 

 私のほうから一つだけ、在宅サービスの中でね。訪問入浴介護というのがありますね。これは白

老町ではやっておられるんですか。はい、健康福祉課長。  

○健康福祉課長(三戸功二君) 先ほど利用の実績でも申し上げましたように、先ず、利用者がいま

せんし、事業者としても白老町にはございません。  

○委員長（近藤 守君）  他町村ではこういうのは結構な数ですか、利用者というのはたくさんい

るんですか。はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹(山口和雄君) お手元の資料の６ページをお開きになっていただきたいんです

が、この辺で行っている訪問入浴の事業者は、株式会社コムスン室蘭ケアセンター、室蘭市１ヵ所

なんですよ。このエリアとしていますのは、苫小牧までエリアとしていましてほぼ胆振全域に広が

っている状況でございます。従いまして、割とですね、近辺的にはまだ利用が少ないというふうに

思いますが、この事業者については室蘭・登別を中心的に事業展開しているという形になるかとい

うふうに思います。 
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 ただ、これも先ほど言いましたとおり、ディサービスの施設が充実しているのかどうなのかとい

うこともありますし、重度の方が在宅にいるかいないかによっても若干違ってくると思います。相

対的にはまだ利用は全体的に低いのかなという感じはしております。  

○委員長（近藤 守君） 利用の金も高いんですよね。 

○健康福祉課主幹(山口和雄君)  １回ですね、単価でしますと大体１万円ちょっとくらいになりま

すので、本人支払いが１回、１,０００なんぼぐらいになります。 

○委員長（近藤 守君） はい、委員の方。はい鈴木副委員長どうぞ。 

○副委員長(鈴木宏征君) 各在宅サービスの利用状況を、今お話し聞いたんですが、その事業に対

して各サービスをする事業所というんですか、そういうのは最後に一覧表で載っておりますけれど

も、各事業に対して事業者、サービス業というんですか、今のところ利用者に対してサービスの供

給者というんですか、数として足りているかどうかということ。  

○委員長（近藤 守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹(山口和雄君)  事業所の数は、ほぼ満たしているというふうに思います。現在に

ついても、例えばディサービス、デイケアについても待機者を控えている状況でありませんし、利

用希望があればすぐ対応できる状況にもあります。ただ、施設関係で、若干グループホームについ

てもですね、町内にはまだ事業所ございませんので、その辺で若干の不便さは持っておりますが、

実質的にはまだまだですね、白老の各事業所さんも利用希望があったときはそれに対応していただ

いていおりますので、そういう面では個々の訪問介護でありますとか、訪問看護、ディサービス関

係については対応できている状況にあると思います。  

○委員長（近藤 守君） はい鈴木副委員長。 

○副委員長(鈴木宏征君) ちょっと教えてください。しらおいケアプラン相談センターというのと、

げんき福祉用具貸与事業所というのはどこに、施設があるんですか。  

○委員長（近藤 守君） はい、三戸健康福祉課長。 

○健康福祉課長(三戸功二君)  ケアプラン相談センターは、事業団で展開している、いきいき４・

６の２階にあります。事業団が設置主体でやっております。それから、福祉用具のげんき福祉用具

貸与事業所につきましては、有限会社後藤家具店。  

○委員長（近藤 守君） はい、鈴木副委員長。  

○副委員長(鈴木宏征君) サービスの中に、住宅改修費ですか。町の制度で前にありましたよね。

いまもあるのかどうかちょっと、これができてやめたのかどうか。 

○委員長（近藤 守君） はい、三戸健康福祉課長。 

○健康福祉課長(三戸功二君)  町独自でやっております住宅改修制度。これについては現在も引

き続き実施しております。 

○委員長（近藤 守君） はい、鈴木副委員長。  

○副委員長(鈴木宏征君) 介護保険サービスの現況を見ますと、このサービスを受けている方が実

績としてはないですし、計画もないですか。  

○委員長（近藤 守君） はい、山口主幹。 
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○健康福祉課主幹(山口和雄君)  計画上は、限度額内に盛り込まれているサービスの目標量を設定

しているに過ぎませんので、この目標量から外れているのが住宅改修でありますとか、福祉用具の

給付事業。これは目標量を設定してございません。ただ、実績はそれぞれございまして、住宅改修

につきましてはですね、大体月平均しますと９件ほど出ております。これは大まかに言いますと住

宅の手すりの設置関係が多いのと、それから段差解消が主な住宅改修の内容になってございます。

ちなみに福祉用具の購入給付関係になりますと、大体月に４件～６件ありまして、給付の内容です

が、ポータブルトイレとシャワー入浴椅子。これが主なものになってございます。ちなみに福祉用

具の給付は年間１００，０００円が使えます。  

 それから、住宅改修については大体程度が変わらなければ生涯２００，０００万円を上限として

使える状況にあります。以上です。  

 これがですね、３段階以上変わった場合については、またリセットされますけれども、ほぼそこ

まで要介護度上がったり下がったりする人はいませんので、大体そうしますと生涯２００，０００

万円という考え方ができるというふうに思います。以上です。  

○委員長（近藤 守君） はい、鈴木副委員長。  

○副委員長(鈴木宏征君) 今のやつ、貸与と改修費なんですが、これは自己負担というのはやっぱ

り１割とかというのはあるんですか。  

○健康福祉課主幹(山口和雄君)  １割負担です。 

○副委員長(鈴木宏征君) そうですか、はい分かりました。  

○委員長（近藤 守君） はい、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  どこの自治体もそうだと思うんですけれども、痴呆性の老人とか、精神

障害者、それと家族でもって判断能力がない、一般的に言う処遇困難な高齢者と言われる立場の方

がいらっしゃいますよね。そういう方々に対する、例えば介護保険から抜け落ちているというそう

いう状態にある方っていらっしゃると思うんです、まだ。おそらく町内におかれても。そういう方

に対する、放置されているというか、そういう方々の実態というのは町としては把握していらっし

ゃるんでしょうか。 

○委員長（近藤 守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹(山口和雄君)  お手元の資料で見ていただくとおり、平均しますとですね、高齢

者に対する介護度者の出現率というんですか、大体６５歳以上１２％というふうに言われておりま

す。ちなみに白老町の場合については１３％を超えている状況にありまして、要介護度認定が見て

いただくとおり１５．５５％、１ページ目ですね。そうしますとかなり申請者が多いということか

らすればですね、１００％おさえているとは言い切れませんけれども、落ちている方もそれほどい

ないんではないかというふうに推測はできると思います。  

 ただ、相談が大体新規申請が月３０件前後ありますので、それぞれ出現はしているというふうに

思うんですね。ですから、それはその時に合わせる形で申請がされているものというふうに解釈は

できるんではないかと思います。  

 これ、全件調査しておりませんので、なんともいえないところです。ただ、モデル地区的にです
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ね、昨年、一昨年と北吉原、虎杖浜ですか、各町内会ですね。全件調査をやっております。それか

ら照らし合わせても、それほどですね抜け落ちている状況には、各地区見ますとですね、ないんで

はないかなというふうにはおさえております。  

○委員長（近藤 守君） 土屋委員いいですか。はいどうぞ。  

○委員（土屋かづよ君）  要介護認定で、サービスを受けない高齢者の方々というのがいらっしゃ

るんですよね。昨年でしたか新聞で、全国で７０万人規模の方々が受けていないと。それは、介護

保険の自己負担金も含めて、高くて受けられないという部分と、介護保険を納められないから受け

られないという部分で、納められない方も結構いらっしゃるんですね。そういう方々に対する処遇。

町としてはどういう手立てをとられるんでしょうかね。 

○委員長（近藤 守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹(山口和雄君)  先ず、認定を受けてサービスを受けていない方の実態でございま

すが、これは白老町の場合２２．５３％。約２割の方が認定を受けてサービスを利用していないと

いう方がおります。ちなみに国もですね、平成１５年の１月の状況を見ますと２２．７０％で、ほ

ぼ国水準というふうに思っております。サービスを受けていない人の主な理由ですが、一般病院に

入院している場合。それから他の福祉施設に入所している場合、いわゆるリハビリの厚生施設であ

りますとか、軽費老人ホームの恵和園、ケアハウス暖炉に入っている方がいると思います。継続的

ではないんですけれども、住宅改修のみを使われた方。これは１回のみで、「住宅改修の手すりを

つければ自分で生活できますから、あとの福祉サービスはいいですよ」というかたちで言われる方。

それから、困った時に利用したいから認定だけは受けておきますという方。主な理由はこういう理

由でございまして、サービスの１割負担が払えないからということは、ほとんどいないというふう

に思っております。ただ、うちのほうで介護認定の申請が上がってきた時に、介護保険料の滞納が

あるかどうかを全部チェックを入れます。当然その段階でサービスを受けるというものであれば、

当然ペナルティ関係が出てきますので、そのときには本人の自宅の方へ訪問して保険料の納付のご

説明とお願いをする形にしております。ですから、今実質的にペナルティを発生させている方につ

いてはいないという形になってございます。ただ、２年間で保険料が時効を迎えまして、それから

は納付する意思があったとしても納付できませんので、そういった場合については、３割給付とい

うペナルティを生じると思います。これについては、厳密に白老町としては３割納付の給付をお願

いする形になると思います。その分についての特段な救済措置というのは法的にも、今のところ考

えてございません。それはあくまでも、介護保険制度がみなで支えるということでスタートし、皆

さんで応分の社会保険料を負担していただこうという制度でございますし、滞納に至るまで、うち

についてはそれなりの文書あるいは訪問等を含めて指導している状況にありますので、それは十分

ペナルティ承知の上の滞納というふうな考え方も一部できますので、そういう対応になろうかとい

うふうに思います。以上です。 

○委員（土屋かづよ君） はい分かりました。 

○委員長（近藤 守君） あと何かございませんか。氏家委員、なにか。  

○委員(氏家裕冶君) 皆さんの質問を聴いて、大変勉強になりました。 
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○委員長（近藤 守君） はい、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 介護保険料なんですけれども、昨日もお聞きしまして、最高額に鶴居村、

最低額の初山別村ということでお聞きしたんですけれども、全国的に、たまたま私鹿児島の垂水市

というところに親戚がおりまして、そこでは住民運動が起きて、介護保険料を安くさせることがで

きたという部分で、静岡とか、そういう部分では、介護のサービス料ですね、サービス料を安くし

ている自治体があるんですけれども、白老町として今後の展開、見通しというのはどうお思いにな

っていらっしゃるでしょうか。保険料。  

○委員長（近藤 守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹(山口和雄君)  保険料につきましてはですね、法的以外に軽減する予定は今のと

ころ考えてございません。これは、従前たる白老町の議会においても答弁をしてきているとおりで

ございます。その話しの根拠としてはですね、考え方としては、各自治体に応じてやっているとこ

ろもありまして、数値的に見ますと軽減措置をやっているところは、北海道で７１保健所あります。 

 従前よく３原則といわれているものがあると思います。これは保険料の一律減免をしないことが

ひとつです。それから保険料の全額免除をしない、全く保険料を取らない人を生じさせないことと

いうことと、一般財源を入れないことです。ですから逆にいますと、保険料を下げることによって、

その財源をどこから見つけてくるかという、こういう話しになるわけです。  

 一般財源を入れないということは、町の財源を入れたら駄目ですよ。例えば、１００円とってい

て、９０円に保険料を下げますということになりますと、１０円分が足りないということになりま

すよね。その１０円分を町の財政から埋めては駄目ですよと、一般財源投入駄目だという話しなん

ですよ。そうしますと、この１０円分をどこで埋めるかというと、軽減したほかの人からこの１０

円分を埋めなければならないということなんですよ。いわゆる６５歳以上の高齢者からその部分を

集めなければならないという、こういう話しになるわけです。そうしますと、軽減される人と逆に

いうと増える方が出てくると、こういう話しになります。  

 そうしますと、増える方の理解も得なければ、これの穴埋めというのは当然できない形になりま

す。白老町の場合はこの話しについては、計画を作成する際に委員さんにお伺いしております。当

然上げる人も出る以上は、その人の理解を得られるかどうかというのは、今のところ考えにくいと

いうことが、意見として出されその分をやることについては時期尚早ではないのかという話しにな

ってございます。従いまして、今のところ理解を得られるかどうか含めて疑問でございますので、

白老町としては現在のところ、保険料の軽減については考えていないということでございます。  

○委員長（近藤 守君） はい、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 今お話しなかったような気がするんですけれども。  

 介護保険そのものは、丸々全部が使われていないわけですよね。実際に自治体でも、介護保険基

金というのがありますよね。その基金を取り入れることによって、先のことというのはできないも

のでしょうかね。 

○委員長（近藤 守君） 山口主幹。 

○健康福祉課主幹(山口和雄君)  基金の考え方でございますが、一つには基金を取り潰して、保険
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料に充てるということはできる仕組みにはなっております。白老町においても、現在まで約４，０

００万円ほどの基金をもっているという形になっております。ただ、今運用のために一時取り崩し

て作っているものもございますが、最終的に年を遅れで国、道から、一時立て替えたものが帰って

きますので、基本的にそういうものが埋められるという考え方で、ほぼ現在のところ約４，０００

万円ほど持っている状況にありますが、これはその次の次期計画の、３年間でどうなるかというも

のも、解釈していく必要があると思います。  

 今後白老町として、予想されますのは老健がオープンしますので、昨日もいいましたとおり、ほ

ぼ３０人ほど見込んでおりますが、実質的には８３ベッドできますので、３０人見込んけれど、も

っと利用が増えたという分については、本来的には給付費が上がるということは、保険者の保険料

も上がるということですから、その分を見込んで基金から埋めようというふうに思っております。

ですから、３年間の保険料はそのまま、現在のまま据え置いて３，２００円ですね。その不足分に

ついては、基金から穴埋めをしてですね、対応しようというふうに考えております。  

 ですから、予想できないものについてですね、その基金を埋めて使っていこうというのが白老町

の考えでございます。ですから、その部分についてはなるべく赤字を出さないような形にしたいと

いうふうに思っています。 

 ちなみに、赤字が生じた場合については、次の３年間の中で、保険料に上乗せする形になります。

そうしますと、急激に保険料が上がるということが予想されますので、なるべく町としましても、

緩やかな保険料の値上げになるような形での対応を考えておりますので、基金についてはですね、

今回の２期計画でも取り潰しをしないで、保険料を軽減しないと。こういう形になりますので、そ

の分は是非理解していただきたいと思います。  

○委員長（近藤 守君） はい、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君）  私の母のことなんですけれども、今現在入院しているわけです。その前は

ですね、登別の病院のほうからですね、１月に２回、これ介護。もう一つは看護の面で、月に１回。

そしてお医者さんですね、先生が３ヵ月に一辺と。そういうことで、訪問看護をしてもらっていた

んですが、登別市と白老町とのですね、つながりといいますか、例えば今言った看護を受けたとす

ると、その時に白老町には、当然白老町で払うような形になるんですよね。  

 その辺のつながりが今どうなっているか、ちょっと聞きたいんですが。  

○委員長（近藤 守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹(山口和雄君)  介護保険というのは、全道どこでも使えるんです。いわゆる保険

証を持っていればですね。例えば白老の方が、札幌の子どものところにいっていてですね、白老の

戻ってこないで１年間も在宅でサービスを使っているという場合もあるんですね。その場合の考え

方ですが、基本的にケアプランというものを作って、それに基づいてサービスを提供しますと、こ

ういう形になります。  

 例えば白老にいる方がですね、白老のケアプランを使って、そのケアプラン上で訪問介護をどこ

どこの事業所を使います。これは、本人・家族の意向を聞きながら使う形になります。ですから、

例えば虎杖浜にいる方が、登別の事業所のほうが近いから、その事業所を使いたいということであ
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れば、ケアマネージャーさんがそのプランを基にして作るという形になります。  

 ケアプランを作ったら、今度は事業所としては請求がございますから、それは基本的に全道どこ

でもなんですが、国保連合会に請求を起こす形になります。市町村はその審査権を国保連のほうへ

委託している状況にあります。これは、市町村については全部どこでも委託をかけておりますので、

事業者それぞれコードを持っていますので、そういったものの請求については、国保連で審査をし

て国保連から町のほうへ請求が来るという形になります。請求書に基づいて町は国保連のほうへお

金をお支払いし、国保連のほうがその事業者のほうへお金を払うという形のなりますので、それは

登別市とはいわず、全道的には全部つながっている形にはなると思います。  

 ちなみに、全国でも同じことが言えます。国保連合会同士のですね、やり取りの中で、他府県の

場合についてはその中で調整をつけてやる形になりますので、全国どこでも使える形にはなります。 

○委員長（近藤 守君） はい、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君）  一般の、我々と同じような扱いになっているということの判断でよろしい

ですね。 

○委員長（近藤 守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹(山口和雄君)  基本的には医療保険と、その支払方法について全く同じです。で

すから、我々が例えば登別ですとか、苫小牧に行ったとしてもですね、同じような形で３割負担で

すか、外来の場合。やりますと残りについてはそちらのほうから支払うというこのシステムとまっ

たく、基本的には同じになります。  

○委員長（近藤 守君） あと何か、はい鈴木副委員長。 

○副委員長（鈴木宏征君）  在宅とはちょっと外れてしまうかもしれないです。施設になってしま

うかもしれないけれど、昨日ちょっとリハビリへ行った時に出た話しで、ここでも話しは出ていた

んですが、特養に入る順番の話しがありましたよね。今までは、受付順番みたいなことでやってい

たんですが、これからは利用者の必要度に応じて、入所の順番を変えていくという、それを判定す

るというんですか、委員会というのかそういうものを設置して、そこで誰を優先的に入れるかとい

うようなことを決めていくんだというようなことを言われたんですが、その委員会なり、審査会と

いうんですか、そういうものはその施設でできるものか、それとも町というか、介護保険をやって

いる認定審査会がありますよね。それと同じような形でできるのかどうかその辺をもし分かってい

たら。 

○委員長（近藤 守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹(山口和雄君)  これは、各施設それぞれで持つ形になります。ですから白老の場

合リハビリの特養と寿幸園がありますが、それぞれ施設で持つという形になります。それぞれ施設

のほうで委員会を設置してやるという形です。  

○委員長（近藤 守君） はい鈴木副委員長。 

○副委員長（鈴木宏征君） もう一つ、昨日、今後の課題としてショートステイの話しが出ました。  

昨日も行って、リハビリでお話し聞いたんですが、リハビリの利用状況は４床あって、一つの部屋

なんで、男女別に出来ないとかいろいろ利用の不便さがって、あまり利用者が増えていないと。  
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ただ、昨日もいろんなデーターを見てみますと、ショートステイが急激に増えていますよね。白

老では専門のベッドを持っているのはリハビリしかないわけですから、苫小牧辺りがかなりやって

いただいているという感じなんですが、これは今後の課題として町内でショートステイが必要だと

いうことは、今の特別養護老人モーム寿幸園のですね、改築に伴って何十ベッドかショートステイ

が、一緒にできれば一番いいことなんですが、やはり改築計画が進まないとですね、そこらへんの

解消というのが出て来ないので、これからの改築計画に向けての準備状況というんですか、今町長

さんも代わったことですので、前にあったあのプロジェクトチームみたいのが、まだ機能していな

いのかもしれませんが、そこらへん今後の進め方みたいのが、あれはあれで、あの時点で 終わっ

たというふうに考えているのか、それとももっと、また違う時点でそれを進めようと思っているの

か、そこらへん動きとして何かありますか。  

○委員長（近藤 守君） はい、三戸健康福祉課長。  

○健康福祉課長（三戸功二君）  寿幸園のことに限ってのお話しかと思いますので。  

 今お話しありましたように、庁内にもですねそういうプロジェクトチームを作って、この寿幸園

の民間委譲の問題についていろいろ協議してきているというそういう経過がございます。  

 このプロジェクトチームの中ではですね、当然民間の行革委員会だとか、いわゆる有識者懇談会、

そういう中で民間委譲という基本的な考え方は示されていますから、それに向けて具体的な取り組

みについてですね、プロジェクトチームの中でいろいろ協議してきたという、そういう経過がござ

いまして、その中ででもですね、プロジェクトチームとしてはですね、具体的な作業としてですね、

当面何から進めていくかというところで、当然そこに働いておられる方のですね、職員の処遇を含

めたですね、職員の合意が前提になるだろうということで、理事者がそれを判断をしていただく上

でのですね、組合との交渉を含めてですね、判断できる前段の資料整理といいますか、判断材料と

しての整理、そういうようなことをですねプロジェクトチームの中でいろいろ進めてきております。

そういうことをもってですね、前町長を含めてですね、組合側との交渉を進めてきたという経過も

ありますけれども、昨日も申し上げましたように、現段階においては今のところ合意に至っていな

いという状況にございます。 

 したがって、今回新しく町長になられました坂下町長もですね、議会一般質問等でもお答えして

いるとおり、これについては誠意を持ってですね、組合と協議を進めていきたいというふうにお話

ししてございますので、それを基本的に進めていただいてですね、その中で合意が出てくればです

ね、もろもろやはりこれから、入園者の方々のご理解だとかですね、あるいは事務的な手続き等い

ろいろございます。そういうものはですね、やはりプロジェクトチームの中でですね、協議させて

いただきながらですね、進めていくということを考えておりますので、プロジェクトチームそのも

のについてはですね、最終的な民間委譲が整うまで存続させていただいて、皆さんのいろんなご意

見をいただくと、そういうふうに考えております。  

○委員長（近藤 守君） はい鈴木副委員長。 

○副委員長（鈴木宏征君） 昨日も話しが出たんですが、痴呆のショートステイというんですか、

僕も認識がちょっとなんですが、特別養護老人ホームにあるショートステイというのは、区別はな
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いんですよね。老健辺りに、痴呆のためのショートステイみたいなのは、制度としてあるんですか。  

 その辺ちょっと分からないんだけれども、老健施設の中に一時預かっていただけるような、そう

いうものというのもあるのかどうか聞きたいんですが。 

○委員長（近藤 守君） はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹(山口和雄君)  よく介護保険サービスの中でいわれているのは、医療系と福祉系

というふうに言われております。ショートでやるのは短期入所、生活介助というのが福祉系でやら

れるものなんです。厳密に言いますと白４ページのほうに短期入所とひとくぐりにしていますけれ

ど、短期入所の療養介護というのがありますが、これが医療系でやられているものなんです。医療

系の考え方は老健でありますとか、療養型でやられているものがあります。  

 そういう意味からしますと、ここで分ければ良かったんですが、福祉系が９割。医療系が１割。

内訳としては出てきます。医療系でやられているのは、王子病院で老健をやっていますが、そこに

お預かりしたりですね、そういう方でもろもろのものが出てきておりますので、行われております。 

 ただ、痴呆の考え方については、痴呆があるから良いとか悪いとか言うのではなくて、その条件

は付されない形になります。いわれているように、老健の場合１００床の規模のところが割と多ご

ざいますから、そうしますと１階が事務所部分だとか、いわゆる入浴介護をする部分のスペース、

食堂の部分を含めてですね。２階、３階と病棟を持つという形なんです。そうしますと一般の方５

０を２階に持ってきて、３階に痴呆に対応できるようにということで５０もってという、こういう

形態が割とこの近辺多い形になります。ですから、痴呆の方については３階でありますとかという

対応の仕方を老健の場合についてはやっているというふうに思います。  

 ちなみに、寿幸園については分けないで、当然のことながら空きベッドがあった場合については

利用するだとか、苫小牧を利用している場合にもそういう形態の中でやられているとこういうこと

でございます。 

○委員長（近藤 守君） はい、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君）  単純な質問なんですが、福祉用具の貸与ということについて、例えば車椅

子ありますよね。期間どのくらいでもって、どのくらいの金額で貸してくれるのか、この辺のこと

が分かりましたらお願いしたいんですけれど。  

○委員長（近藤 守君）  はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹(山口和雄君) これも先ほど言いましたケアプランに盛り込まれる形になりま

す。ですから、当然介護度がありまして、本人の希望でそのケアプランが盛り込まれた場合につい

ては、介護度あるうちはずっと使える形になります。  

 ちなみに、大体今、車椅子については月８００円程度だろうというふうに思います。本人の場合

は１割負担で８００円ですね。そういう形でございます。  

○委員長（近藤 守君）  ちょうど１時間たったんですけれども、もしまだあるんでしたらここで

暫時休憩して、また始めたいと思いますけれども良いですか。どうしますか。 

もうちょっと続けて審議したいと思います。  

 私のほうから、簡単な質問なんですけれども、宅老所とよく言われるんですけれども、宅老所の
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分類というのはどちらに施設があるんですか、そういう在宅といいますか、ディサービスとかあち

らのほうになるんですか、その辺ちょっと確認したいんですけれども。  

 はい、山口主幹。 

○健康福祉課主幹(山口和雄君)   宅老所の考え方は法的規制がないというものです。ちなみに多

分１０人以上だと思いますが、これをやろうとすれば有料老人ホームの部類に入ります。ですから

届出が必要になるという形です。  

 白老町では、宅老所はやっていないです。ただ、どんぐりのほうで、一部やっているようには聞

いておりますが、基本的には宅老については全額負担という形になります。先ほどいいました１０

人以上は有料というのは、宿泊を伴う場合ですね。通所のみの場合については、法的に全然規制が

ないという状況です。ですから分類的に言えば、無認可保育所と同じような考えです。  

○委員長（近藤 守君） はい、分かりました。  

あと何かございませんか。中出委員何かございませんか。じゃ、他に質問がありませんので、以

上を持ちまして午前中の所管事務調査を終わりたいと思います。午前中どうもありがとうございま

した。午後から、またよろしくお願いいたします。  

 

閉会（午前１１時０５分） 


